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No. 産地（国） 出展者名 小間番号 産地（地域） ワイナリー名 　ブランド名 ブドウ品種

タイプ
赤／白／ロゼ／スパーク
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ワイン王国
企画セミナー

ラベルコンテス
ト参加

1 アメリカ ヒースウィック・ジャパン合同会社 3N-13 ニューヨーク州フィンガーレイクス区域 Point of the Bluff　ポイント・オブ・ザ・ブラフ 2015 Dry Riesling リースリング 白 ミディアム 辛口 ● ●

2 アメリカ ヒースウィック・ジャパン合同会社 3N-13 ニューヨーク州フィンガーレイクス区域 Point of the Bluff　ポイント・オブ・ザ・ブラフ 2014 Semi-Dry Riesling リースリング 白 ミディアム 準辛口 ●

3 アメリカ ヒースウィック・ジャパン合同会社 3N-13 ニューヨーク州フィンガーレイクス区域 Point of the Bluff　ポイント・オブ・ザ・ブラフ 2015 Chardonnay シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ● ●

4 アメリカ ヒースウィック・ジャパン合同会社 3N-13 ニューヨーク州フィンガーレイクス区域 Point of the Bluff　ポイント・オブ・ザ・ブラフ 2017　Ice Wne リースリング 白 フル 甘口 ●

5 アメリカ ヒースウィック・ジャパン合同会社 3N-13 ニューヨーク州フィンガーレイクス区域 Weis Vineyards　ヴァイス・ヴィンヤーズ 2017 Dry Riesling リースリング 白 ミディアム 辛口 ●

6 アメリカ ヒースウィック・ジャパン合同会社 3N-13 ニューヨーク州フィンガーレイクス区域 Weis Vineyards　ヴァイス・ヴィンヤーズ 2017 Semi-Dry Riesling リースリング 白 ミディアム 準辛口 ●

7 アメリカ ヒースウィック・ジャパン合同会社 3N-13 ニューヨーク州フィンガーレイクス区域 Weis Vineyards　ヴァイス・ヴィンヤーズ 2017 Schulhaus Red チャンセラー, カベルネソーヴィニヨン 赤 フル 辛口 ●

8 アメリカ ヒースウィック・ジャパン合同会社 3N-13 ニューヨーク州フィンガーレイクス区域 Weis Vineyards　ヴァイス・ヴィンヤーズ 2017 Perle シャルドネ, リースリング, NY81.0315.17 スパークリング（白） ミディアム 辛口 ●

9 アメリカ ヒースウィック・ジャパン合同会社 3N-13 ニューヨーク州フィンガーレイクス区域 Weis Vineyards　ヴァイス・ヴィンヤーズ NV Schlhaus White ダイアモンド 白 ミディアム 甘口 ●

10 アメリカ ヒースウィック・ジャパン合同会社 3N-13 ニューヨーク州フィンガーレイクス区域 Weis Vineyards　ヴァイス・ヴィンヤーズ NV Schulahus Blush ナイアガラ, カベルネ・フラン ロゼ ミディアム 甘口 ●

11 アメリカ ヒースウィック・ジャパン合同会社 3N-13 ニューヨーク州フィンガーレイクス区域 Weis Vineyards　ヴァイス・ヴィンヤーズ 2017 Heart of the Lake NY81.0315.17　(オリジナル品種) 白 ミディアム 準辛口 ●

12 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 カリフォルニア・ナパヴァレー ロバート・スティーヴンス シャルドネ シャルドネ100％ 白 辛口

13 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 カリフォルニア・ナパヴァレー ロバート・スティーヴンス カベルネ・ソーヴィニョン カベルネ・ソーヴィニョン100％ 赤 フル

14 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 カリフォルニア・ローダイ オークリッジ・ワイナリー オールドソウル・シャルドネ シャルドネ 98.3％、フレンチコロンバール 1.7％ 白 辛口

15 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 カリフォルニア・ローダイ オークリッジ・ワイナリー オールドソウル・カベルネ・ソーヴィニョン
カベルネソーヴィニョン79.1%、ジンファンデル
10.9%、プティシラー10%

赤 フル ●

16 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 カリフォルニア・ローダイ オークリッジ・ワイナリー オールドソウル・ピノ・ノワール
ピノ・ノワール76％､ジンファンデル14％、プティシ
ラー10％

赤 フル

17 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 カリフォルニア・ローダイ オークリッジ・ワイナリー オールドソウル・オールドヴァイン・ジンファンデル
ジンファンデル77％、カベルネソーヴィニョン
16.5％、プティシラー6.5％

赤 ミディアム

18 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 カリフォルニア・ローダイ オークリッジ・ワイナリー オールドソウル・プティ・シラー
プティシラー82％、ジンファンデル１０％、カベル
ネソーヴィニヨン8％

赤 ミディアム

19 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 オレゴン デルリオ・ヴィンヤーズ ジョリー・セミ・スパークリング・ロゼ マスカット、リースリング、カベルネ・フラン セミ・スパークリング/ロゼ 甘口

20 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 オレゴン デルリオ・ヴィンヤーズ ロック・ポイント・ピノ・グリ ピノ・グリ100％ 白 辛口

21 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 オレゴン デルリオ・ヴィンヤーズ ロック・ポイント・ピノ・ノワール ピノ・ノワール100％ 赤 ミディアム

22 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 ワシントン タウンゼント・セラー カベルネ・ソーヴィニョン
カベルネソーヴィニョン84％、カベルネフラン
11％、メルロ5％

赤 フル

23 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 ワシントン タウンゼント・セラー ノンヴィンテージ・ブリュット ピノノワール60％、シャルドネ40％ スパークリング/白 辛口

24 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 ワシントン タウンゼント・セラー レイト・ハーベスト・カベルネ・ソーヴィニョン 1/2 カベルネソーヴィニョン100％ 赤 甘口

25 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 ワシントン・コロンビア・ヴァレー キオナ・ヴィンヤーズ リースリング リースリング97.5％、ゲヴュルツトラミネール2.5％ 白 中辛口 ●

26 アメリカ フイルコンサービス㈱ 3A-11 ワシントン・コロンビア・ヴァレー キオナ・ヴィンヤーズ エステート・キュヴェ
カベルネソーヴィニョン83％、シラー8％、メル
ロー6％、サンジョベーゼ3％

赤 ミディアム

27 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア スタンフォード ブリュット　ガヴァナーズ・キュヴェ シュナンブラン、フレンチ・コロンバール スパークリング（白） ミディアム 辛口 ●

28 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア ヒドゥンクリーク ブレンド　カリフォルニア メルロー、ジンファンデル、シラー、プティ・シラー 赤 フルボディ 辛口 ●

29 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア ヒドゥンクリーク シャルドネ　カリフォルニア シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ●

30 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア ブラックリッジ カベルネ・ソーヴィニヨン　カリフォルニア カベルネ・ソーヴィニヨンヨン 赤 ミディアム 辛口 ●

31 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア ブラックリッジ ジンファンデル　カリフォルニア ジンファンデル 赤 ミディアム 辛口 ●

32 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア ブラックリッジ ピノ・ノワール　カリフォルニア ピノ・ノワール 赤 ミディアム 辛口 ●

33 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア ブラックリッジ シャルドネ　カリフォルニア　カリフォルニア シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ●
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34 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア コーストリッジ カベルネ・ソーヴィニヨン　カリフォルニア カベルネ・ソーヴィニヨンヨン 赤 フルボディ 辛口 ●

35 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア コーストリッジ シャルドネ　カリフォルニア シャルドネ 白 フルボディ 辛口 ●

36 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア マシュー・ジョセフ カベルネ・ソーヴィニヨン　ナパ カベルネ・ソーヴィニヨンヨン 赤 フルボディ 辛口 ●

37 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア マシュー・ジョセフ シャルドネ　ナパ シャルドネ 白 フルボディ 辛口 ●

38 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア シャレーン ピノ・ノワール　サンタマリア ピノ・ノワール 赤 フルボディ 辛口 ●

39 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア シャレーン ピノ・ノワール　ディアバーグ ピノ・ノワール 赤 フルボディ 辛口 ●

40 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア シャレーン シャルドネ　サンタマリア シャルドネ 白 フルボディ 辛口 ●

41 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア シャレーン シャルドネ　ディアバーグ シャルドネ 白 フルボディ 辛口 ●

42 アメリカ ㈱カーヴ 3A-13 カリフォルニア シャレーン レッド・ヘッド　ロゼ ピノ・ノワール ロゼ フルボディ 辛口 ●

43 イタリア BMO㈱ 3G-2 シチリア テッレ・ディ・ジュルフォ アラキ　グリッロ グリッロ 白 ミディアム 辛口 ●

44 イタリア BMO㈱ 3G-2 シチリア テッレ・ディ・ジュルフォ アラキ　ネロ・ダーヴォラ ネロ・ダーヴォラ 赤 ミディアム 辛口 ●

45 イタリア BMO㈱ 3G-2 エミリア・ロマーニャ マリア・ボルトロッティ ファレスタ ピニョレット 白・微泡 ミディアム 辛口 ● ●

46 イタリア BMO㈱ 3G-2 エミリア・ロマーニャ マリア・ボルトロッティ マモロ ピニョレット 白 ミディアム 辛口 ●

47 イタリア BMO㈱ 3G-2 エミリア・ロマーニャ マリア・ボルトロッティ エリージョ ソーヴィニヨン・ブラン 白（オレンジ） フル 辛口 ●

48 イタリア K.K. Sassolino 3K-11 Toscana Agricola Fabbriche Ninis IGT Gewurtztraminer, Trebbiano, Viognier Still White Wine medium Dry

49 イタリア K.K. Sassolino 3K-11 Abruzzo Jashi&Marchesani Riesling Histonium IGT Riesling Still White Wine medium Dry ●

50 イタリア K.K. Sassolino 3K-11 Toscana La Corsa Winery Dueluglio Vermentino IGT Vermentino Still White Wine medium Dry

51 イタリア K.K. Sassolino 3K-11 Toscana Campo alla Sughera Arnione Bolgheri Rosso Superiore DOC Cabernet S.,　Cabernet F. Merlot, Petit Verdot Still Red Wine Full Dry ●

52 イタリア K.K. Sassolino 3K-11 Puglia Le Vigne del Metaresort Terranobile Malbec Malbec Still Red Wine medium Dry

53 イタリア イルミリオーネ合同会社 3H-1 ヴェネト州 Azienda Agricola Meroni Amarone
コルビナ、ヴェロネーゼ、ロンディネッラ、モリナー
ラ

赤 フルボディ 辛口

54 イタリア イルミリオーネ合同会社 3H-1 ロンバルディア州 La Montina La Montina シャルドネ、ピノノワール スプマンテ 甘口

55 イタリア イルミリオーネ合同会社 3H-1 ベネト州 Dovita Rosato vino Frizzante シャルドネ、ﾒﾙﾛｰ ロゼ ライト 甘口

56 イタリア イルミリオーネ合同会社 3H-1 トスカーナ Dovita Sangiovese Marche IGT シャルドネ、メルロ 赤 フルボデイ 辛口

57 イタリア イルミリオーネ合同会社 3H-1 ヴェネト州 Dovita Prosecco Extra Dry DOC Treviso グレア プロセッコ ライト 辛口

58 イタリア イルミリオーネ合同会社 3H-1 トスカーナ州 Dovita Treviano Marche ピノグリージョ 白 ライト 辛口

59 イタリア マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 シチリア オリオン・ワインズ タンヌ・ビアンコ・ オーガニック ｸﾞﾘｯﾛ70%､ｼｬﾙﾄﾞﾈ30% 白 辛口 ●

60 イタリア マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 アブルッツォ チッチオ・ザッカニーニ ラ・クベ・デッラバーテ ヘ゜コリーノ　DOC ﾍﾟｺﾘｰﾉ100% 白 辛口

61 イタリア マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 シチリア オリオン・ワインズ タンヌ・ロッソ・オーガニック ﾈﾛ･ﾀﾞｰｳﾞｫﾗ70%､ﾒﾙﾛｰ30% 赤 ミディアム ●

62 イタリア マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 アブルッツォ チッチオ・ザッカニーニ クロニコン　モンテプルチアーノ・ダブルッツォ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｱｰﾉ 100% 赤 ミディアム

63 イタリア ㈱Vinolio 3N-10 フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州 アルビーノ・アルマーニ プロセッコDOC・エクストラ・ドライ グレラ100％ スパークリング（白） やや辛口

64 イタリア ㈱Vinolio 3N-10 ヴェネト州 ピッコリ ”オゼ”スプマンテ・ロゼ・ブリュット
コルヴィーナ75％、ロンディネッラ20％、モリナー
ラ5％

スパークリング（ロゼ） 辛口

65 イタリア ㈱Vinolio 3N-10 ヴェネト州 アルビーノ・アルマーニ
ピノ・グリージョ・コッレ・アラ・テッラデイフォルテイ・ヴァ
ルダディジェ

ピノ・グリージョ100％ 白 辛口

66 イタリア ㈱Vinolio 3N-10 ヴェネト州 サン・カッシャーノ ソアベDOC2017 ガルガーネガ100％ 白 辛口
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67 イタリア ㈱Vinolio 3N-10 トスカーナ州 イスポリ キャンティクラシコ・リゼルヴァDOCG サンジョヴェーゼ100％ 赤 フル 辛口 ●

68 イタリア ㈱Vinolio 3N-10 トスカーナ州 テヌータ・ディ・アルティミーノ ポッジラルカ・カルミニャーノDOCG
サンジャベーゼ、カベルネ・ソーヴィニョン、メル
ロー

赤 フル 辛口 ●

69 イタリア ㈱Vinolio 3N-10 ヴェネト州 ピッコリ ヴァルポリチェッラDOC・スーペリオーレ”ロコロ”
コルヴィーナ40％、ロンディネッラ30％、コルヴィ
ノーネ25％

赤 フル 辛口 ●

70 イタリア ㈱Vinolio 3N-10 ヴェネト州 サン・カッシャーノ ヴァルポリチェッラDOC ・リパッソ・スーペリオーレ
コルヴィーナ70％、ロンディネッラ15％、モリナー
ラ15％

赤 フル 辛口

71 イタリア ㈱Vinolio 3N-10 トスカーナ州 ジャンニ・ブルネッリ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ サンジョヴェーゼ100％ 赤 フル 辛口

72 イタリア ㈱Vinolio 3N-10 トスカーナ州 サンポリーノ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ サンジョヴェーゼ100％ 赤 フル 辛口 ●

73 イタリア ㈱ボンド商会 3N-12 ヴェネト カネッラ ベリーニ・750ml グレラ＋ピーチ スパークリング ライトボディ 甘口 ●

74 イタリア ㈱ボンド商会 3N-12 ヴェネト カネッラ ベリーニ・200ml グレラ＋ピーチ スパークリング ライトボディ 甘口 ●

75 イタリア ㈱ボンド商会 3N-12 ヴェネト カネッラ ブラッドオレンジ・ミモザ グレラ＋ブラッドオレンジ スパークリング ライトボディ 甘口 ●

76 イタリア ㈱ボンド商会 3N-12 ヴェネト カネッラ ロッシーニ・カンドンガ グレラ＋ストロベリー スパークリング ライトボディ 甘口 ●

77 イタリア ㈱ボンド商会 3N-12 ヴェネト カネッラ プロセッコ・DOC グレラ100％ スパークリング ライトボディ 辛口 ●

78 イタリア ㈱ボンド商会 3N-12 ヴェネト カネッラ プロセッコ・DOC・200ml グレラ100％ スパークリング ライトボディ 辛口 ●

79 イタリア ㈱ボンド商会 3N-12 ヴェネト カネッラ プロセッコ・DOCG・ミレジマート グレラ100％ スパークリング ライトボディ 辛口 ●

80 イタリア ㈱ボンド商会 3N-12 ヴェネト カネッラ スプマンテ・ブリュット・デロア シャルドネ・ピノビアンコ・グレラ スパークリング ライトボディ 辛口 ●

81 オーストラリア ＧＲＮ㈱/サイドウッド・エステート 3A-22 アデレード・ヒルズ サイドウッド クリメッロ シャルドネ シャルドネ100% 白 辛口

82 オーストラリア ＧＲＮ㈱/サイドウッド・エステート 3A-22 アデレード・ヒルズ サイドウッド ザ・リトル・ヴィリジャー ピノ・ノワール ピノ・ノワール100% 赤 ミディアムボディ

83 オーストラリア ＧＲＮ㈱/サイドウッド・エステート 3A-22 アデレード・ヒルズ サイドウッド ムスタング シラーズ シラーズ100% 赤 ミディアムボディ

84 オーストラリア ＧＲＮ㈱/サイドウッド・エステート 3A-22 アデレード・ヒルズ サイドウッド サイドウッド シャルドネ シャルドネ100% 白 辛口 ●

85 オーストラリア ＧＲＮ㈱/サイドウッド・エステート 3A-22 アデレード・ヒルズ サイドウッド サイドウッド ピノ・グリ ピノ・グリ100% 白 辛口 ●

86 オーストラリア ＧＲＮ㈱/サイドウッド・エステート 3A-22 アデレード・ヒルズ サイドウッド サイドウッド ピノ・ノワール ピノ・ノワール100% 赤 ミディアムボディ

87 オーストラリア ＧＲＮ㈱/サイドウッド・エステート 3A-22 アデレード・ヒルズ サイドウッド サイドウッド シラーズ シラーズ100% 赤 ミディアムボディ

88 オーストラリア ＧＲＮ㈱/サイドウッド・エステート 3A-22 アデレード・ヒルズ サイドウッド サイドウッド マッピンガ シラーズ シラーズ100% 赤 フルボディ

89 オーストリア ワインハウスゲアハルト㈱ 3L-12 ブルゲンラント エルフェンホーフ シャルドネ 白 ミディアム 甘口

90 オーストリア ワインハウスゲアハルト㈱ 3L-12 ブルゲンラント エルフェンホーフ ブラウフレンキッシュ 赤 ミディアム 甘口

91 スペイン BMO㈱ 3G-2 カタルーニャ マス・オリベル カバ　チャンカレ　ブリュット マカベオ、パレリャーダ、チャレロ 白・発泡 ミディアム 辛口 ●

92 スペイン BMO㈱ 3G-2 カタルーニャ マス・オリベル カバ　ブリュット レゼルバ マカベオ、パレリャーダ、チャレロ 白・発泡 ミディアム 辛口 ●

93 スペイン BMO㈱ 3G-2 ラ・マンチャ ラガスカ ヴィオニエ ヴィオニエ 白 ライト 辛口 ●

94 スペイン BMO㈱ 3G-2 ラ・マンチャ ラガスカ テンプラニーリョ・プティヴェルド テンプラニーリョ、プティヴェルド 赤 ミディアム 辛口 ●

95 スペイン BMO㈱ 3G-2 カスティーリャ・イ・レオン ボデガ・ドン・ファン・デ・アギラ ガスナタ ガルナッチャ 赤 ミディアム 辛口 ●

96 スペイン BMO㈱ 3G-2 カタルーニャ パルティーダ・クレウス ビネッロ　ブランコ　VN
ガルナッチャ・ブランカ、マカベオ、モスカテル、
ヴィニャテール、ハンセ、チャレロ、パレリャーダ

白 ライト 辛口 ●

97 スペイン BMO㈱ 3G-2 カタルーニャ パルティーダ・クレウス ビネッロ　ティント　VN
ガルナッチャ、ウール・デ・ペルディウ、スモイ、ケ
イシャル・デ・リョップ、サムソ、ガルー、トレパット

赤 ライト 辛口 ●

98 スペイン マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 ペネデス ヴァルフォルモッサ カヴァ　ムッサ・ブリュット・ナチューレ ﾁｬﾚｯﾛ40%､ﾏｶﾍﾞｵ30%､ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ30% 白・スパークリング 極辛口

99 スペイン マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 ペネデス ヴァルフォルモッサ カヴァ　ムッサ・ ブリュット ﾏｶﾍﾞｵ35%､ﾊﾟﾚﾘｬｰﾀﾞ35%､ﾁｬﾚｯﾛ30% 白・スパークリング 辛口
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100 スペイン マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 ラ・マンチャ ドミニオ・デ・プンクトン ガレルナ・シャルドネ ｼｬﾙﾄﾞﾈ100% 白 辛口 ●

101 スペイン マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 ラ・マンチャ ドミニオ・デ・プンクトン ガレルナ・カベルネ・ソーヴィニヨン ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ100% 赤 ミディアム ● ●

102 スペイン ㈱Traders Market 3L-1 D.O. Rueda ロエス ロエス・ルエダ2017 ベルデホ 白 フル 辛口

103 スペイン ㈱Traders Market 3L-1 D.O. Ribera del Duero ロエス ロエス・ルエダリベラデルデュエロ 2011 テンプラニーリョ 赤 フル 辛口

104 スペイン ㈱Traders Market 3L-1 D.O. Ribera del Guadiana カラバル ビニェードス・イ・ボデガ ラスゴ2014 テンプラニーリョ、シラー 赤 フル 辛口

105 スペイン ㈱Traders Market 3L-1 D.O. Ribera del Guadiana カラバル ビニェードス・イ・ボデガ カラバル2008 テンプラニーリョ、シラー、カベルネソーヴィニョン 赤 フル 辛口 ●

106 スペイン ㈱Traders Market 3L-1 Vino de la Tierra de Castilla ボデガス カラスカス カラスカス・ブランコ ヴィオニエ 白 フル 辛口

107 スペイン ㈱Traders Market 3L-1 Vino de la Tierra de Castilla ボデガス カラスカス カラスカス・ティント シラー、テンプラニーリョ 赤 フル 辛口

108 スペイン ㈱Traders Market 3L-1 D.O. Cava(penedes) カン・シャ カン・シャ　ブリュット・ナトゥーレ マカベオ、アイレン、パレリャーダ スパークリング ミディアム 辛口 ●

109 スペイン ㈱Traders Market 3L-1 ボデガス・ビダル・デル・サス マバム・ビーチ ミディアム やや甘口

110 スペイン ㈱アレグレス 3A-12 バルセロナ バルセロナジンロウ バルセロナジンロウ ジュニパーベリー他

111 スペイン ㈱キムラ 3K-1 メントリダ アラヤン アラヤン・セレクシオン
シラー、メルロー、カベルネソーヴィニョン、プティ
ベルド

赤 フル ●

112 スペイン ㈱キムラ 3K-1 メントリダ アラヤン アラヤン・アルビージョ・レアル アルビージョ・レアル 白 辛 ● ●

113 スペイン ㈱キムラ 3K-1 メントリダ アラヤン ラ・スエルテ・デ・アラヤン ガルナッチャ 赤 ミディアム ●

114 スペイン ㈱キムラ 3K-1 メントリダ アラヤン アラヤン・プティベルド プティベルド 赤 フル ●

115 スペイン ㈱キムラ 3K-1 メントリダ アラヤン アラヤン・プレミアム
シラー、メルロー、カベルネソーヴィニョン、プティ
ベルド

赤 フル ●

116 スペイン ㈱キムラ 3K-1 カスティーリャ・ラ・マンチャ デーサ・デ・ルナ デーサ・デ・ルナ・オリヘネス テンプラニーリョ、カベルネソーヴィニョン、シラー 赤 フル ●

117 スペイン ㈱キムラ 3K-1 カスティーリャ・ラ・マンチャ デーサ・デ・ルナ ルナルネラ・テンプラニーリョ テンプラニーリョ、カベルネソーヴィニョン、シラー 赤 ミディアム ● ●

118 スペイン ㈱キムラ 3K-1 カスティーリャ・ラ・マンチャ デーサ・デ・ルナ ルナルネラ・ソーヴィニヨンブラン ソーヴィニョンブラン 白 ミディアム ●

119 スペイン ㈱キムラ 3K-1 カタルーニャ クロモンブラン カステル・テンプラニーリョ
テンプラニーリョ、カベルネソーヴィニョン、シ
ラー、カベルネソーヴィニョン

赤 ミディアム

120 スペイン ㈱キムラ 3K-1 カタルーニャ クロモンブラン カステル・マカベオ・シャルドネ マカベオ、シャルドネ 白 辛

121 スペイン ㈱キムラ 3K-1 コンカ・デ・バルベラ クロモンブラン チペーリャ・ティント カリニャン、シラー 赤 フル

122 スペイン ㈱キムラ 3K-1 カタルーニャ クロモンブラン ウニック・シャルドネ シャルドネ 白 辛

123 スペイン ㈱キムラ 3K-1 カスティーリャ・イ・レオン ピンセルナ ピンセルナ・アルバリン アルバリン 白 辛

124 スペイン ㈱キムラ 3K-1 カスティーリャ・イ・レオン ピンセルナ ピンセルナ・プリエ―トピクード プリエ―トピクード 赤 ミディアム

125 スペイン ㈱キムラ 3K-1 アンダルシア バロン ミカエラ・マンサニージャ パロミノ シェリー 辛

126 スペイン ㈱キムラ 3K-1 アンダルシア バロン ミカエラ・モスカテル モスカテル シェリー 甘

127 スペイン ㈱トレードウインド/ボデガスマンサノス 3B-3 リオハ マンサノスワイナリー フィンカマンサノス　ワインキャットブランコ 　ビウラ/シャルドネ 白 やや辛口 ●

128 スペイン ㈱トレードウインド/ボデガスマンサノス 3B-3 リオハ マンサノスワイナリー フィンカマンサノス　ワインキャットティント 　テンプラニーリョ/ガルナチャ 赤 ライト

129 スペイン ㈱トレードウインド/ボデガスマンサノス 3B-3 リオハ マンサノスワイナリー ハッピーキャットティント 　テンプラニーリョ/ガルナチャ 赤 ライト ●

130 スペイン ㈱トレードウインド/ボデガスマンサノス 3B-3 リオハ マンサノスワイナリー ビニャベリーデアンドリア　スペシャルオケージョン 　テンプラニーリョ/ガルナチャ／ビウラ 赤 ライト

131 スペイン ㈱トレードウインド/ボデガスマンサノス 3B-3 リオハ マンサノスワイナリー シグロ　サコ 　テンプラニーリョ 赤 ミディアム

132 スペイン ㈱トレードウインド/ボデガスマンサノス 3B-3 リオハ マンサノスワイナリー シグロ　エディシオン　オロ 　テンプラニーリョ／ガルナチャ／グラシアノ 赤 ミディアム
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133 スペイン ㈱トレードウインド/ボデガスマンサノス 3B-3 リオハ マンサノスワイナリー シグロ　クリアンサ　せレクシオン 　テンプラニーリョ／ガルナチャ／グラシアノ 赤 ミディアム

134 スペイン ㈱トレードウインド/ボデガスマンサノス 3B-3 リオハ マンサノスワイナリー シグロ　レセルバ 　テンプラニーリョ／ガルナチャ／グラシアノ 赤 フルボディ

135 スペイン ㈱ボンド商会 3N-12 カステリーニャ・ラ・マンチャ GCF オラ・ヌエーヴァ・シラーズ シラー100％ 赤 フルボディ 辛口 ● ●

136 スペイン ㈱ボンド商会 3N-12 カステリーニャ・ラ・マンチャ GCF オラ・ヌエーヴァ・ビウラ＝シャルドネ ビウラ85％、シャルドネ15％ 白 フルボディ 辛口 ●

137 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 バレンシア地方/DOウティエルレケーナ ドミニオデラベガ カヴァ　イディリクム マカベオ スパークリング（カバ） ドライ

138 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 バレンシア地方/DOウティエルレケーナ ドミニオデラベガ カヴァ　レセルバスペシャル マカベオ、シャルドネ スパークリング（カバ） ドライ

139 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 バレンシア地方/DOウティエルレケーナ ドミニオデラベガ レクエルダメ ソーヴィニヨンブラン 白 フルーティー

140 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 バレンシア地方/DOウティエルレケーナ ドミニオデラベガ ボバルエンカルマ ボバル 赤 ミディアム

141 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 バレンシア地方/DOウティエルレケーナ ドミニオデラベガ パラヘトルネル ボバル 赤 フルボディ

142 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 エクストラマデューラ地方/DOリベラデルグアディアーナ ボデーガス　トリビオ ヴィーニャプエブラ　ベルデホ ベルデホ 白 フルーティー

143 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 エクストラマデューラ地方/DOリベラデルグアディアーナ ボデーガス　トリビオ ヴィーニャプエブラ　テンプラニージョ テンプラニージョ 赤 ミディアム

144 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 エクストラマデューラ地方/DOリベラデルグアディアーナ ボデーガス　トリビオ ヴィーニャプエブラ　セレクション
テンプラニージョ、ガルナチャ、カベルネソーヴィ
ニヨン、シラー

赤 フルボディ

145 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 ガリシア地方/DOリベイロ ボデーガス　ドカンポ ヴィーニャドカンポ トレイクシャデューラ、トロンテス 白 フルーティー

146 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 ガリシア地方/DOリベイロ ボデーガス　ドカンポ ゴデジョ ゴデジョ 白 ドライ

147 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 アンダルシア地方/D.O.Pグラナダ ボデーガス　ムニャーナ ロホ
カベルネソーヴィニヨン、テンプラニージョ、モナ
ストレル

赤

148 スペイン ㈱駒形前川 3B-1 アンダルシア地方/D.O.Pグラナダ ボデーガス　ムニャーナ ペティベルド ペティベルド 赤

149 スペイン ㈱高野総本店 3A-21 ラ・マンチャ地方 Vinos COLOMAN イネルシア・アイレン アイレン 白 ライト 辛口 ●

150 スペイン ㈱高野総本店 3A-21 ラ・マンチャ地方 Vinos COLOMAN イネルシア・テンプラニーリョ テンプラニーリョ 赤 ミディアム 辛口 ●

151 スペイン ㈱高野総本店 3A-21 ラ・マンチャ地方 Vinos COLOMAN ベサナ レアル・マカベオ マカベオ主体 白 ミディアム 辛口 ●

152 スペイン ㈱高野総本店 3A-21 ラ・マンチャ地方 Vinos COLOMAN ベサナ レアル・テンプラニーリョ テンプラニーリョ 赤 フル 辛口 ●

153 スペイン ㈱高野総本店 3A-21 ラ・マンチャ地方 Vinos COLOMAN ビノスコロマン 50周年記念ワイン 2014 テンプラニーリョ、グラシアーノ 赤 フル 辛口 ● ●

154 スペイン ㈱朝日 3K-2 バレンシア地方 ボデガス　トレオリア トレオリア マカベオ、シャルドネ スパークリング　白 - 辛口

155 チュニジア チュニジア共和国大使館/SMVDA Raoudha 3J-11 NORTHWEST (BEJA) Domaine Shadrapa Domaine Shadrapa Rg Cabernet-Sauvignon / Merlot Red Full Spicy ●

156 チュニジア チュニジア共和国大使館/SMVDA Raoudha 3J-11 NORTHWEST (BEJA) Domaine Shadrapa Domaine Shadrapa BL Chardonnay White Mediam Spicy ●

157 チュニジア チュニジア共和国大使館/SMVDA Raoudha 3J-11 NORTHWEST (BEJA) Domaine Shadrapa Phenicia Rouge Cabernet-Sauvignon / Merlot Red Full Fruity / Spicy ●

158 チュニジア チュニジア共和国大使館/SMVDA Raoudha 3J-11 NORTHWEST (BEJA) Domaine Shadrapa Phenicia Rosé Syrah / Merlot Rose Mediam Fruity ●

159 チュニジア チュニジア共和国大使館/SMVDA Raoudha 3J-11 NORTHWEST (BEJA) Domaine Shadrapa Phenicia Blanc Chardonnay White Mediam / Light Floral/ Fruity ●

160 チュニジア チュニジア共和国大使館/SMVDA Raoudha 3J-11 NORTHWEST (BEJA) Domaine Shadrapa Vinum Rouge Syrah / Merlot Red Mediam Fruity ●

161 チュニジア チュニジア共和国大使館/SMVDA Raoudha 3J-11 NORTHWEST (BEJA) Domaine Shadrapa Vinum Rosé Grenache / Cinsault Rose Light Fruity ●

162 チュニジア チュニジア共和国大使館/SMVDA Raoudha 3J-11 NORTHWEST (BEJA) Domaine Shadrapa Vinum Blanc Chardonnay White Light Floral/ Fruity ●

163 チュニジア チュニジア共和国大使館/SMVDA Raoudha 3J-11 NORTHWEST (BEJA) Domaine Shadrapa Désir Rosé Grenache Gris Red (gris) Light Citrus/ fruity ●

164 チリ ㈱朝日 3K-2 カチャポアル・バレー ヴィスタマール セピア　レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム -

165 チリ ㈱朝日 3K-2 カチャポアル・バレー ヴィスタマール セピア　レゼルバ カルメネール 赤 ミディアム -
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166 チリ ㈱朝日 3K-2 マウレ・バレー ヴィスタマール セピア　レゼルバ マルベック 赤 ミディアム -

167 チリ ㈱朝日 3K-2 カサブランカ・バレー ヴィスタマール セピア　レゼルバ シャルドネ 白 - 辛口

168 チリ ㈱朝日 3K-2 カサブランカ・バレー ヴィスタマール セピア　レゼルバ ソーヴィニヨン・ブラン 白 - 辛口

169 チリ ㈱朝日 3K-2 マイポ・バレー ヴィスタマール グラン・レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨン/シラー 赤 フルボディ -

170 チリ ㈱朝日 3K-2 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム -

171 チリ ㈱朝日 3K-2 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ シャルドネ 白 - 辛口

172 チリ ㈱朝日 3K-2 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ メルロー 赤 ミディアム -

173 チリ ㈱朝日 3K-2 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ カルメネール 赤 ミディアム -

174 チリ ㈱朝日 3K-2 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ ソーヴィニヨンブラン 白 - 辛口

175 チリ ㈱朝日 3K-2 リマリ・バレー ヴィスタマール ブリーサ モスカート 白 - 甘口

176 チリ ㈱朝日 3K-2 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム -

177 チリ ㈱朝日 3K-2 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ シャルドネ 白 - 辛口

178 チリ ㈱朝日 3K-2 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム -

179 チリ ㈱朝日 3K-2 セントラル・バレー ヴィスタマール ブリーサ シャルドネ 白 - 辛口

180 チリ ㈱朝日 3K-2 セントラル・バレー ヴィスタマール シンプリシティ カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 ミディアム -

181 チリ ㈱朝日 3K-2 セントラル・バレー ヴィスタマール シンプリシティ シャルドネ 白 - 辛口

182 ドイツ ヴァルオージャパン㈱ 3B-20e モーゼル ウルリッヒ・ラングース リースリング リースリング 白 ライト 辛口 ●

183 ドイツ ヴァルオージャパン㈱ 3B-20e モーゼル ウルリッヒ・ラングース リースリング3テラシーズ リースリング 白 ライト 辛口 ●

184 ドイツ ヴァルオージャパン㈱ 3B-20e ラインガウ ハンス・ラング ブランドノワール・フロムピノノワール・ドライ シュペートブルグンダー 白 ライト 辛口 ●

185 ドイツ ヴァルオージャパン㈱ 3B-20e ラインガウ ハンス・ラング ピノグリ グラウブルグンダー 白 ミディアム 辛口 ●

186 ドイツ ヴァルオージャパン㈱ 3B-20e ラインガウ ハンス・ラング ピノノワール シュペートブルグンダー 赤 ミディアム 辛口 ●

187 ドイツ ヴァルオージャパン㈱ 3B-20e ラインガウ ハンス・ラング ピノブラン ヴァイスブルグンダー 白 ミディアム 辛口 ●

188 ドイツ ワインハウスゲアハルト㈱ 3L-12 ラインヘッセン ヤコブ・ゲアハルト 神様の滴 ケルナー 白 ライト 中辛口

189 ドイツ ワインハウスゲアハルト㈱ 3L-12 ラインヘッセン ヤコブ・ゲアハルト 神様の滴 ブラウアーポルトギーザー 赤 ライト 甘口

190 ドイツ ワインパラディース　鈴木金七商店㈱ 3B-20f フランケン ヴァイガント デア・リッター　バッフス バッフス 白 辛口 ●

191 ドイツ ワインパラディース　鈴木金七商店㈱ 3B-20f フランケン ヒラブラント ミュラー・トゥルガウ ミュラー・トゥルガウ 白 辛口

192 ドイツ ワインパラディース　鈴木金七商店㈱ 3B-20f ファルツ シュヴェートヘルム リースリング リースリング 白 辛口 ●

193 ドイツ ワインパラディース　鈴木金七商店㈱ 3B-20f ファルツ プリューガー ウンクシュタイナー　リースリング リースリング 白 辛口 ●

194 ドイツ ワインパラディース　鈴木金七商店㈱ 3B-20f フランケン パウル・ヴェルトナー ジルヴァーナー　ギプスコイパー ジルヴァーナー 白 辛口

195 ドイツ ワインパラディース　鈴木金七商店㈱ 3B-20f フランケン クレマー ジルヴァーナー ムシェルカルク ジルヴァーナー 白 辛口 ●

196 ドイツ ワインパラディース　鈴木金七商店㈱ 3B-20f ヴュルテンベルク ハイト トロリンガー トロリンガー 赤 辛口 ●

197 ドイツ ワインパラディース　鈴木金七商店㈱ 3B-20f ファルツ キルヒナー アインス　ウント　アインス シュペートブルグンダー ＆ポルトギーザ― 赤 辛口 ●

198 ドイツ ワインパラディース　鈴木金七商店㈱ 3B-20f バーデン ホルガー・コッホ カイザーシュトゥール　シュペートブルグンダー シュペートブルグンダー 赤 辛口 ●
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199 ドイツ ワインパラディース　鈴木金七商店㈱ 3B-20f バーデン ホルガー・コッホ ピノ・ノワール　ヘレンシュトゥック ピノ・ノワール 赤 辛口 ●

200 ドイツ ㈱日野屋 3B-20b ラインガウ ハンスラング醸造所 リースリング・トロッケン リースリング 白 辛口 ●

201 ドイツ ㈱日野屋 3B-20b ヘッシッシェ・ベルクシュトラーセ ベルクシュトラーセ協同組合 リースリング・カビネット・トロッケン リースリング 白 辛口

202 ドイツ ㈱日野屋 3B-20b ヘッシッシェ・ベルクシュトラーセ ベルクシュトラーセ協同組合 グラウブルグンダー・カビネット・トロッケン グラウブルグンダー 白 辛口

203 ドイツ ㈱日野屋 3B-20b フランケン ブレンフレック醸造所
フランケン・シルヴァーナー・トロッケン・カビネット・”ア
ンナ・レーナ”

ジルヴァーナー 白 辛口 ●

204 ドイツ ㈱日野屋 3B-20b ファルツ アンセルマン醸造所 シラー・ブラン・ド・ノワール シラー 白 辛口

205 ドイツ ㈱日野屋 3B-20b ファルツ アンセルマン醸造所 ドルンフェルダー・スイート ドルンフェルダー 赤 ライトボディ やや甘口

206 ドイツ ㈱日野屋 3B-20b ザクセン シュロスプロシュヴィッ醸造所 グラウブルグンダー・トロッケン グラウブルグンダー 白 辛口

207 ドイツ ㈱日野屋 3B-20b ザクセン シュロスプロシュヴィッ醸造所 ゴールドリースリング ゴールドリースリング 白 辛口

208 ドイツ ㈱日野屋 3B-20b ラインガウ ハンスラング醸造所
ゼクト・シュペートブルグンダー・ピノ・ロゼ・エクストラ・
トロッケン

シュペートブルグンダー スパークリング･ﾛぜ 辛口 ●

209 ドイツ ㈱日野屋 3B-20b ラインガウ シュロス・ヴォー ラインガウ・リースリング・セクト・ブリュット・リゼルヴ リースリング スパークリング・白 辛口

210 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich  2018er Riesling Qualitätswein trocken リースリング 白 ライトボディ 辛口 ●

211 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich 2018er Cuvee Anna Riesling Qualitätswein feinherb リースリング 白 ライトボディ 辛口 ●

212 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich 2018er Auxerrois Qualitätswein trocken オクセロワ 白 ミディアムボディ 辛口 ● ●

213 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich 2018er Phenix Qualitätswein フェニックス 白 ライトボディ やや辛口 ●

214 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich 2017er Spätburgunder Qualitätswein trocken シュペートブルグンダー 赤 ミディアムボディ 辛口 ●

215 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich 2018er Sommerfrisch Rosewein Qualitätswein trocken ポルトギーザー、シュペートブルグンダー ロゼ ライトボディ 辛口 ● ●

216 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich 2015er Riesling Deutcher Sekt trocken リースリング 白 ライトボディ 辛口 ●

217 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich 2017er Bacchus Qualitätswein lieblich バッフス 白 ライトボディ やや甘口 ●

218 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich 2018er Fleur  d'Elise 白 ライトボディ 辛口 ●

219 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich
2017er Langenlonesheimer Löhrer Berg Riesling Spä
tlese trocken

リースリング 白 ミディアムボディ 辛口 ●

220 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich
2018er Gewürztraminer Auslese ''orange'' auf der 
Maische gegoren edelsüß

ゲウェルツトラミナー 白 ミディアムボディ 甘口 ●

221 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich 2018er Pinot Noir & Pinotin Qualitätswein halbtrocken ピノ・ノワール、ピノティン 赤 ミディアムボディ 辛口 ●

222 ドイツ 薬糧開発㈱ 3B-20g ナーエ Zwölberich 2018er Dornfelder Rotwein  Qualitätswein lieblich ドルンフェルダー 赤 ミディアムボディ やや甘口 ●

223 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 セントラルオタゴ Peregrine Wines Peregrine Pinot Noir 赤 ミディアム 辛口

224 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 セントラルオタゴ Peregrine Wines Peregrine Sauvignon Blanc 白 辛口 ●

225 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 セントラルオタゴ Peregrine Wines Peregrine Riesling 白 辛口

226 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 セントラルオタゴ Mohua Wines Mohua Pinot Noir 赤 ミディアム 辛口 ●

227 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 セントラルオタゴ Mohua Wines Mohua Sauvignon Blanc 白 辛口 ●

228 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 セントラルオタゴ Mohua Wines Mohua Pinot Gris 白 辛口

229 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 マールボロ Allan Scott Family Wine Makers The Estate Range Pinot Noir 赤 ミディアム 辛口 ●

230 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 マールボロ Allan Scott Family Wine Makers The Estate Range Sauvignon Blanc 白 辛口 ●

231 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 マールボロ Allan Scott Family Wine Makers The Estate Range Pinot Gris 白 辛口 ● ●
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232 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 マールボロ Allan Scott Family Wine Makers Generations Pinot Noir 赤 ミディアム 辛口 ●

233 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 マールボロ Allan Scott Family Wine Makers Generations Sauvignon Blanc 白 辛口 ●

234 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 マールボロ Allan Scott Family Wine Makers Generations Gewurztraminer 白 やや甘口 ● ●

235 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 マールボロ Allan Scott Family Wine Makers Cecilia Methode Traditionnelle Cecilia Vintage 白スパークリング 辛口

236 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 カピティコースト Ohau Wines Woven Stone Pinot Noir 赤 ミディアム 辛口 ●

237 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 カピティコースト Ohau Wines Woven Stone Sauvignon Blanc 白 辛口 ●

238 ニュージーランド カミマル㈱ 3J-2 カピティコースト Ohau Wines Woven Stone Pinot Gris 白 辛口 ●

239 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Tokaj　Hetszolo Furmint Bio Dry　２０１７ フルミント 白 辛口 ●

240 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Tokaj　Hetszolo Furmint Nagyszolo 2016 フルミント 白 辛口 ●

241 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Tokaj　Hetszolo Late Harvest 2015 フルミント70　ハールシュレベル30 白 甘口 ●

242 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Tokaj　Hetszolo Sweet Szamorodni 2016 フルミント 白 甘口 ●

243 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Tokaj　Hetszolo Aszu 5putt. 2000 フルミント 白 甘口 ●

244 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Tokaj　Hetszolo Aszu 5putt. 2008 フルミント 白 甘口 ●

245 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Tokaj　Hetszolo Aszu 6putt. Hetszolo 1 Cru 2013 フルミント 白 甘口 ●

246 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Tokaj　Hetszolo Eszencia 2001 フルミント 白 甘口 ●

247 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Bott Hatari 2017 フルミント・ハルシュレベル 白 辛口 ●

248 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Bott Csontos フルミント 白 辛口 ●

249 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Bott Bott-ritis フルミント・マスカット 白 甘口 ●

250 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Serpens Tokaj Dry フルミント・ハルシュレベル・マスカット・ 白 辛口

251 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 トカイ（Tokaj) Serpens Somos Dulo Tokaji Furmint 2015 フルミント 白 辛口

252 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Ipacs Szabo Feher Franc2017 カベルネフラン 白 辛口 ●

253 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Ipacs Szabo Inni jo 2017 カベルネフラン・ケークフランコシュ 赤 辛口

254 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Ipacs Szabo Naszut Helyett 2016 カベルネフラン 赤 辛口

255 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Hummel Pryxx Brut Nature リースリング スパークリング（白） 辛口

256 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Hummel Pryxx Brut Nature ポルトギーザー・ピノノワール スパークリング（ロゼ） 辛口

257 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Hummel Furmint2017 フルミント 白 辛口

258 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Hummel Gore 2016 ハルシュレベル 白 辛口

259 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Boszorkany Rizling2018 67% Welschriesling 33% Rhine Riesling 白 辛口

260 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Herka Chardonnay シャルドネ 白 辛口

261 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Kakas 2018 Merlot, Zweigelt, Pinot Noir ロゼ 辛口

262 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Kszi 2017 ピノノワール スパークリング（ロゼ） 辛口

263 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Macska 2017 ポルギーザー 赤 ミディアム 辛口 ●

264 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Ordog Cuvee 2015 Pinot Noir, Zweigelt, Merlot 赤 ミディアム 辛口
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265 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Merlot 2016 メルロー 赤 フル 辛口

266 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Cabernet Sauvignon 2015 カベルネソーヴィニヨン 赤 フル 辛口

267 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Syrah2015 シラー 赤 フル 辛口

268 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Pinot Noir 2013 ピノノワール 赤 フル 辛口

269 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Pillango メルロー 赤 フル 辛口

270 ハンガリー ㈱ヤマグチ 3J-1 ビッラーニ（Villany) Vylyan Duennium 2011 カベルネフラン・メルロー 赤 フル 辛口

271 フランス BMO㈱ 3G-2 ラングドック ボンペシェ ボンペシェ ルージュ サンソー、グルナッシュ 赤 ライト 辛口 ●

272 フランス BMO㈱ 3G-2 アルザス フレデリック・ゲシクト クレマン　ブラン　ドゥーブル・ゼロ ピノ・ブラン、シャルドネ 白・発泡 ミディアム 辛口 ●

273 フランス BMO㈱ 3G-2 ロワール ニコラ・レオ アトンション・シュナン・メシャン シュナン・ブラン 白 ミディアム 辛口 ●

274 フランス BMO㈱ 3G-2 ロワール ニコラ・レオ ル・ポワル・ド・ラ・ベット グロロ、ガメイ 赤 ライト 辛口 ●

275 フランス BMO㈱ 3G-2 シュド・ウエスト ボワ・モワセ プラデル シラー 赤 ミディアム 辛口 ●

276 フランス BMO㈱ 3G-2 ラングドック グレサック ルー・グレサック　※次ヴィンテージ シラー 赤 フル 辛口 ●

277 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ロワール シャトー・ガイヤール ピュルテドシレックス
シュナン、シャルドネ、カベルネソヴィニョン、カベ
ルネフラン

白泡 ライト 辛口 ●

278 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 アルザス ドメーヌ・ピエール・アンリ・ガングランジェ クレマンダルザス リースリング、オーセロワ、ピノノワール 白泡 ライト 辛口 ●

279 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 シャンパーニュ シャンパーニュ・ジーパー フランソワデュボワ・キュヴェナチュレル ピノノワール65、シャルドネ35 白泡 ライト 辛口 ●

280 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 アルザス ドメーヌ・エギ クレマンダルザスロゼ ピノノワール100 ロゼ泡 ライト 辛口 ●

281 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ラングドック メゾン・アルベール マ・シニャチュール・シャルドネ シャルドネ100 白 ライト 辛口 ●

282 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ボルドー ヴィニョーブル・ボワソノー ムーランドフェランド ソヴィニョン50、セミヨン40、ミュスカデル10 白 ライト 辛口 ●

283 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 アルザス カーヴドトゥルクハイム ヴェイユールドニュイ・リースリング リースリング100 白 ライト 辛口 ●

284 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 アルザス カーヴドトゥルクハイム ヴェイユールドニュイ・ゲヴュルツトラミネール ゲヴュルツトラミネール100 白 ライト 辛口 ●

285 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 アルザス ドメーヌ・ピエール・アンリ・ガングランジェ ピノグリ ピノグリ100 白 ライト 辛口 ●

286 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 アルザス ドメーヌ・ピエール・アンリ・ガングランジェ ピノブラン ピノブラン100 白 ライト 辛口 ●

287 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ラングドック ドメーヌ・リカルデル・ド・ロートレック ソヴィニョン・ガム・アール ソヴィニョン100 白 ライト 辛口 ●

288 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ロワール ドメーヌ・ド・ロモニエ テールド・ロモニエ・ソヴィニョン ソヴィニョン100 白 ライト 辛口 ●

289 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ロワール ドメーヌ・ドゥラ・ブルジョネット キュヴェ・エム ミュスカデ100 白 ライト 辛口 ●

290 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ロワール ドメーヌ・レ・グランド・ヴィーニュ ラ・ヴァレンヌ・デュ・ポワリエ シュナン100 白 ミディアム 辛口 ● ●

291 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 サヴォワ ドメーヌ・サンジェルマン クラック・ボウム・ビュ・ブラン シャルドネ 白 ライト 辛口 ●

292 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 プロヴァンス シャトーガスキ キュヴェシリス・ロゼ
シラー35、グルナッシュ50、ティブーレン9、ヴェル
メンティーノ6

ロゼ ミディアム 辛口 ●

293 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ラングドック メゾン・アルベール マ・シニャチュール・ピノノワール ピノノワール100 赤 ミディアム 辛口 ●

294 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ラングドック メゾン・アルベール マ・シニャチュール・カリニャン カリニャン100 赤 フル 辛口 ●

295 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ラングドック メゾン・アルベール マ・シニャチュール・シラー シラー100 赤 フル 辛口 ●

296 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ボルドー ヴィニョーブル・ボワソノー ムーランドフェランド・ルージュ カベルネソヴィニョン35、カベルネフラン15 赤 ミディアム 辛口 ●

297 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 アルザス シュミット・エ・キャレー ピノノワール・レサン ピノノワール100 赤 ミディアム 辛口 ●
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298 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ボジョレー ヴィニョーブル・ビュイヤ モルゴン ガメイ100 赤 ミディアム 辛口 ●

299 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 サヴォワ ドメーヌ・サンジェルマン クラック・ボウム・ビュ・ルージュ ガメイ、ピノノワール 赤 ミディアム 辛口 ●

300 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ロワール ドメーヌ・レ・グランド・ヴィーニュ ランクリ カベルネフラン100 赤 フル 辛口 ●

301 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ラングドック ドメーヌ・マリエ レキャラドルス・ルージュ カリニャン35、グルナッシュ55、シラー10 赤 フル 辛口 ●

302 フランス TKフィールド㈱ 3F-2 ローヌ ドメーヌ・ギョーム・ベル クローズ・エルミタージュ シラー100 赤 フル 辛口 ●

303 フランス マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 シャンパーニュ ルイ･マッサン ルイマッサン　レゼルヴ ブリュット ｼｬﾙﾄﾞﾈ33%、ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ33%､ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ33% 白・スパークリング 辛口

304 フランス マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 シャンパーニュ ギー・ラフォルジュ ギー・ラフォルジュ　ブリュット・ナチューレ ｼｬﾙﾄﾞﾈ35％、ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ35％、ﾋﾟﾉ・ﾑﾆｴ30% 白・スパークリング 辛口

305 フランス ㈱Traders Market 3L-1 ニナス ロゼ・ドゥ・マリーアントワネット スパークリング ミディアム やや甘口

306 フランス ㈱Traders Market 3L-1 A.C. Champagne コレ ブリュット ピノムニエ、シャルドネ、ピノノワール スパークリング フル 辛口

307 フランス ㈱アレグレス 3A-12 ノルマンディ ルポルミエ ポミヨン リンゴ・バニラ 白泡 ライト 甘口

308 フランス ㈱アレグレス 3A-12 ノルマンディ ルポルミエ ペピネル リンゴ・ハイビスカス・エルダーフラワー ロゼ泡 ライト 甘口

309 フランス ㈱アレグレス 3A-12 ラルチザンデュテ ホワイトティースパークリング 白茶・シーバックソーン・リンゴ 白泡 ライト やや甘口

310 フランス ㈱アレグレス 3A-12 ノルマンディ ラシャス ポワレフレッシュ330 洋梨 白泡 ライト やや甘口

311 フランス ㈱アレグレス 3A-12 ノルマンディ ラシャス カルヴァドスシードル330 リンゴ 白泡 ライト 中辛口

312 フランス ㈱アレグレス 3A-12 コニャック ドクール フレンチウィスキーバスティーユ1784 モルト・グレーン

313 フランス ㈱ボンド商会 3N-12 ラングドック＝ルーション ヴィニュロン・プロプリエテ・アソシエ カルヴィソン・セレクシオン・シャルドネ シャルドネ100％ 白 フルボディ 辛口 ● ●

314 フランス ㈱ボンド商会 3N-12 ラングドック＝ルーション ヴィニュロン・プロプリエテ・アソシエ カルヴィソン・セレクシオン・ヴィオニエ ヴィオニエ100％ 白 フルボディ 辛口 ●

315 フランス ㈱ボンド商会 3N-12 ラングドック＝ルーション ヴィニュロン・プロプリエテ・アソシエ カルヴィソン・セレクシオン・メルロー メルロー100％ 赤 ミディアムボディ 辛口 ●

316 フランス ㈱ボンド商会 3N-12 ラングドック＝ルーション ヴィニュロン・プロプリエテ・アソシエ カルヴィソン・セレクシオン・カベルネソーヴィニヨン カベルネ・ソーヴィニヨン100％ 赤 フルボディ 辛口 ●

317 フランス ㈱朝日 3K-2 EU（スペイン、フランス） カーヴ　ヴェルノ クラモアゼ テンプラニーリョ、ボバル、シラー 赤 ミディアム

318 フランス ㈱朝日 3K-2 EU（スペイン、フランス） カーヴ　ヴェルノ リシェット アイレン、マカベオ、コロンバール 白 - 辛口

319 フランス ㈱朝日 3K-2 EU（スペイン、フランス） カーヴ　ヴェルノ シャンプルール グルナッシュ、シラー ロゼ - 辛口 ●

320 ベルギー ㈱アレグレス 3A-12 カルムトハウト クローバージン クローバージンオリジナル ジュニパーベリー他

321 ポルトガル BMO㈱ 3G-2 ミーニョ ヴィニビオ ミカ
ロウレイロ、トレイシャドゥラ、アルバリーリョ、ア
サル

白 ライト 辛口 ●

322 ポルトガル BMO㈱ 3G-2 ドウロ フォリアス・デ・バコ ウィヴォ レネガード
ティンタ・ロリス、ティンタ・バロッカ、ゴウヴェ
イォ、マルヴァジア、モスカテルなど25 品種以上

赤 ライト 辛口 ● ●

323 ポルトガル カミマル㈱ 3J-2 ヴィーニョ・ヴェルデ Casa Senhorial do Reguengo Beautiful Harmony アリント、トレジャドゥーラ、アザール 白スパークリング 辛口

324 ポルトガル カミマル㈱ 3J-2 ヴィーニョ・ヴェルデ Casa Senhorial do Reguengo Sparkling White Brut Old Reserve トレジャドゥーラ、アザール、イシュパデイロ 白スパークリング 辛口

325 ポルトガル カミマル㈱ 3J-2 ヴィーニョ・ヴェルデ Casa Senhorial do Reguengo Casa Senhorial do Reguengo　Rose Brut イシュパデイロ、パデイロ ロゼスパークリング 辛口

326 ポルトガル カミマル㈱ 3J-2 ミーニョ Casa Senhorial do Reguengo sparkling extra red brut ヴィーニャオ／パデイロ 赤スパークリング 辛口

327 ポルトガル カミマル㈱ 3J-2 ミーニョ Casal de Ventozela Alvarinho アルヴァリーニョ 白 やや辛口

328 ポルトガル カミマル㈱ 3J-2 ドウロ Casal de Ventozela GIGO Colheita
トウリガナミオナル、トウリガフランセーゼ、ティン
タロリス

赤 フル 辛口

329 マレーシア ㈱アレグレス 3A-12 トッピングフラワー ハイビスカス 甘口

330 メキシコ ㈱アレグレス 3A-12 オアハカ バロデコブレ エスパディン アガベ
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331 モンテネグロ ㈱MISVAN/Lipovac Winery 3B-2 CETINJE Lipovac Winery IDEA シャルドネ100％ 白 フルーティー/辛口

332 モンテネグロ ㈱MISVAN/Lipovac Winery 3B-2 CETINJE Lipovac Winery GEA モラバ/ジジャック 白 フルーティー/辛口

333 モンテネグロ ㈱MISVAN/Lipovac Winery 3B-2 CETINJE Lipovac Winery CONCEPT ヴラナツ100％ 赤 ミディアム

334 モンテネグロ ㈱MISVAN/Lipovac Winery 3B-2 CETINJE Lipovac Winery TELLUS ヴラナツ100％ 赤 ミディアム

335 モンテネグロ ㈱MISVAN/Lipovac Winery 3B-2 CETINJE Lipovac Winery MODEL ヴラナツ80％/シラー20％ 赤 フル

336 モンテネグロ ㈱MISVAN/Lipovac Winery 3B-2 CETINJE Lipovac Winery HARMONIA ヴラナツ80％/シャルドネ20％ ロゼ フルーティー/辛口

337 南アフリカ マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 ルッツウ゛ィル・ウ゛ァレー ルッツヴィル ルッツヴィル  シュナン・ブラン ｼｭﾅﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100% 白 辛口

338 南アフリカ マルカイコーポレーション㈱ 3A-20 ルッツウ゛ィル・ウ゛ァレー ルッツヴィル ルッツヴィル ピノタージュ ﾋﾟﾉﾀｰｼﾞｭ100% 赤 ミディアム

339 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 ヘリテイジ マスカット・ベーリーA 赤 フルボディ 辛口

340 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 有機栽培ぶどう使用 マスカット・ベーリーA マスカット・ベーリーA 赤 ミディアムボディ 辛口 ●

341 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 ブラック・クイーン ブラック・クイーン 赤 フルボディ 辛口

342 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 ローズ・シオター ローズ・シオター 白 辛口

343 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 レッド・ミルレンニューム  辛口 レッド・ミルレンニューム 白 辛口

344 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 レッド・ミルレンニューム  甘口 レッド・ミルレンニューム 白 甘口

345 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園
岩の原スパークリング ブラン・ド・ブラン ローズ・シオ
ター

ローズ・シオター スパークリング白 辛口

346 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 岩の原スパークリング ロゼ マスカット・ベーリーA マスカット・ベーリーA スパークリングロゼ 辛口

347 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 深雪花 赤 マスカット・ベーリーA 赤 ミディアムボディ 辛口 ●

348 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 深雪花 白 シャルドネ、ローズ・シオター 白 辛口

349 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 深雪花 ロゼ マスカット・ベーリーA ロゼ 辛口

350 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 善 赤 マスカット・ベーリーA 赤 ミディアムボディ 辛口

351 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 善 白 甲州、デラウェア 白 辛口

352 日本 ㈱ 岩の原葡萄園 3D-38 新潟県上越市 ㈱岩の原葡萄園 善 ロゼ マスカット・ベーリーA ロゼ 辛口 ●

353 日本 キッコーマン食品㈱ 3D-36 長野県 マンズワイン　小諸ワイナリー ソラリス カベルネ・ソーヴィニヨン 赤 フル 辛口

354 日本 キッコーマン食品㈱ 3D-36 長野県　千曲川流域 マンズワイン　小諸ワイナリー ソラリス メルロー 赤 ミディアム 辛口

355 日本 キッコーマン食品㈱ 3D-36 長野県 マンズワイン　小諸ワイナリー ソラリス シャルドネ 白 ミディアム 辛口

356 日本 キッコーマン食品㈱ 3D-36 山梨県 マンズワイン　勝沼工場 甲州 スパークリング白 ライト やや辛口

357 日本 キッコーマン食品㈱ 3D-36 山梨県 マンズワイン　勝沼工場 マスカット・ベーリーA スパークリング赤 ライト 辛口

358 日本 キッコーマン食品㈱ 3D-36 山梨県 マンズワイン　勝沼工場 マスカット・ベーリーA スパークリングロゼ ライト やや辛口

359 日本 キッコーマン食品㈱ 3D-36 山梨県 マンズワイン　勝沼工場 甲州 白 ミディアム 辛口

360 日本 キッコーマン食品㈱ 3D-36 山梨県 マンズワイン　勝沼工場 マスカット・ベーリーA 赤 ミディアム 辛口

361 日本 キッコーマン食品㈱ 3D-36 山梨県 マンズワイン　勝沼工場 マスカット・ベーリーA ロゼ ミディアム 辛口

362 日本 ㈱ＭＫｐａｓｏ 3D-33 秋田 ワイナリーこのはな 鴇小公子2017 小公子 赤 ミディアム 辛口 ● ●

363 日本 ㈱ＭＫｐａｓｏ 3D-33 秋田 ワイナリーこのはな 鴇ヤマ･ソービニオン ヤマ･ソービニオン 赤 ミディアム 辛口
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364 日本 ㈱ＭＫｐａｓｏ 3D-33 秋田 ワイナリーこのはな 鴇ポートランド ポートランド スパークリング(白） 辛口

365 日本 ㈱ＭＫｐａｓｏ 3D-33 秋田 ワイナリーこのはな かづのシードル フジ スパークリング(白） 甘口

366 日本 ㈱高野総本店 3A-21 長野県塩尻市 サンサンワイナリー シャルドネ シュール・リー シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ●

367 日本 ㈱高野総本店 3A-21 長野県塩尻市 井筒ワイン NAC 竜眼 竜眼 白 ミディアム 辛口 ●

368 日本 ㈱高野総本店 3A-21 長野県宮田村 サンサンワイナリー 駒ヶ原 平沢畑 ヤマソービニオン ヤマソービニオン 赤 フル 辛口 ●

369 日本 ㈱高野総本店 3A-21 長野県塩尻市 井筒ワイン NAC カベルネ ソーヴィニヨン・樽熟 カベルネ ソーヴィニヨン 赤 フル 辛口 ●

370 日本 ㈱高野総本店 3A-21 長野県塩尻市 サンサンワイナリー クリスタル コンコード コンコード 赤 フル 極甘口 ●

371 日本 大和葡萄酒 3D-31 山梨 大和葡萄酒㈱ 番い 甲州 白 辛口 ●

372 日本 大和葡萄酒 3D-31 山梨 大和葡萄酒㈱ 重畳 甲州 白 辛口

373 日本 大和葡萄酒 3D-31 山梨 大和葡萄酒㈱ 番いスパーク 甲州 白 辛口

374 日本 大和葡萄酒 3D-31 山梨 大和葡萄酒㈱ 重畳スパーク 甲州 白 辛口

375 日本 大和葡萄酒 3D-31 長野 大和葡萄酒㈱ 十二原 メルロー 赤 ミディアム 辛口

376 日本 大和葡萄酒 3D-31 山梨 大和葡萄酒㈱ 右八 シラー 赤 ミディアム 辛口 ●

377 日本 大和葡萄酒 3D-31 山梨 大和葡萄酒㈱ 醸し甲州 甲州 白 辛口

378 日本 大和葡萄酒 3D-31 山梨 大和葡萄酒㈱ クヴェヴリ 甲州 白 辛口

379 日本 大和葡萄酒 3D-31 山梨、長野 大和葡萄酒㈱ petitシードル ナイアガラ、りんご 白 甘口

380 日本 大和葡萄酒 3D-31 山梨 大和葡萄酒㈱ petit重畳スパーク 甲州 白 辛口

381 日本 大和葡萄酒 3D-31 山梨 大和葡萄酒㈱ 古代甲州 甲州 白 辛口

382 日本 大和葡萄酒 3D-31 山梨 大和葡萄酒㈱ 紫葡萄スパークリング 甲州 白 辛口

383 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 長野 楠わいなりー りんご名人シードル2015 ふじりんご スパークリング ミディアム 辛口

384 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 兵庫/長野 楠わいなりー 吉祥ブランドブラン シャルドネ スパークリング ミディアム 辛口

385 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 岩手 楠わいなりー プランダムール キャンベルアーリー スパークリング ライト 辛口

386 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 長野 楠わいなりー シャルドネエスポワール シャルドネ 白 ミディアム 辛口

387 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 長野 楠わいなりー パッサージュブラン2017 シャルドネ 白 ライト 辛口

388 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 長野 楠わいなりー リースリング2017 リースリング 白 ライト 辛口

389 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 長野 楠わいなりー 鎧塚アミュレット2016 ボルドー品種 ロゼ ライト 辛口

390 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 山梨/山形 楠わいなりー マスカットベイリーA2015 MBA 赤 ミディアム 辛口

391 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 長野 楠わいなりー ボーリュー2014 Cフラン・メルロー 赤 ミディアム 辛口

392 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 長野 楠わいなりー 楠R2016 ボルドー品種 赤 ミディアム 辛口

393 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 長野 楠わいなりー カベルネソーヴィニョン2015 カベルネソーヴィニョン 赤 ミディアム 辛口

394 日本 楠わいなりー㈱ 3D-39 岩手 楠わいなりー ブラッククイーン樽熟成2015 ブラッククイーン 赤 ミディアム 辛口

395 日本 ㈲サンマモルワイナリー 3D-37 下北 ㈲サンマモルワイナリー デニ―セレクション2015 メルロ 赤 ミディアム 辛口

396 日本 ㈲サンマモルワイナリー 3D-37 下北 ㈲サンマモルワイナリー ジョシュア＆クレアセレクション2016 北の夢 赤 フル 辛口
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397 日本 ㈲サンマモルワイナリー 3D-37 下北 ㈲サンマモルワイナリー アートセレクション2015 ピノ・ノワール、メルロ、北の夢 赤 ミディアム 辛口

398 日本 ㈲サンマモルワイナリー 3D-37 下北 ㈲サンマモルワイナリー リョウクラシック2016 ピノノワール 赤 ミディアム 辛口

399 日本 ㈲サンマモルワイナリー 3D-37 下北 ㈲サンマモルワイナリー サラアセレクション2017 シュロンブルガー 白 ミディアム 辛口

400 日本 ㈲サンマモルワイナリー 3D-37 下北 ㈲サンマモルワイナリー 青森ゼネラルレクラークスパークリング ゼネラルレクラーク スパークリング（白） ミディアム 甘口

401 日本 ㈲サンマモルワイナリー 3D-37 津軽 ㈲サンマモルワイナリー 津軽ワインホワイトスチューベン2016 スチューベン 白 ライト 辛口

402 日本 ㈲サンマモルワイナリー 3D-37 津軽 ㈲サンマモルワイナリー 津軽ワインレッドスチューベン2017 スチューベン 赤 ライト 辛口 ●

403 日本 ㈲サンマモルワイナリー 3D-37 津軽 ㈲サンマモルワイナリー 津軽ワインロゼスチューベン山葡萄ブレンド2017 スチューベン・山葡萄 ロゼ ライト 甘口 ●

404 日本 ㈲朝日町ワイン 3D-35 山形県 ㈲朝日町ワイン 山形デラウエア デラウエア 白 ライト 辛口 ●

405 日本 ㈲朝日町ワイン 3D-35 山形県 ㈲朝日町ワイン 山形ナイアガラ ナイアガラ 白 ライト 辛口 ●

406 日本 ㈲朝日町ワイン 3D-35 山形県 ㈲朝日町ワイン 山形マスカットベーリーＡ　赤 マスカットベーリーＡ 赤 ライト 辛口 ●

407 日本 ㈲朝日町ワイン 3D-35 山形県 ㈲朝日町ワイン 柏原ヴィンヤード遅摘み　赤 マスカットベーリーＡ 赤 ミディアム 辛口 ●

408 日本 ㈲朝日町ワイン 3D-35 山形県 ㈲朝日町ワイン 朝日町リースリングフォルテ＆リオン リースリングフォルテ、リースリングリオン 白 ミディアム 辛口 ●

409 日本 ㈲朝日町ワイン 3D-35 山形県 ㈲朝日町ワイン マイスターセレクション　シャルドネ シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ●

410 日本 ㈲朝日町ワイン 3D-35 山形県 ㈲朝日町ワイン
マイスターセレクション　遅摘みマスカットベーリーＡ　ロ
ゼ

マスカットベーリーＡ ロゼ ミディアム 辛口 ●

411 日本 ㈲朝日町ワイン 3D-35 山形県 ㈲朝日町ワイン
マイスターセレクション　キュヴェ　マスカットベーリーＡ　
赤

マスカットベーリーＡ 赤 ミディアム 辛口 ●

412 日本 ㈲朝日町ワイン 3D-35 山形県 ㈲朝日町ワイン マイスターセレクション　キュヴェ　シャルドネ シャルドネ 白 ミディアム 辛口 ●

413 日本 ㈲朝日町ワイン 3D-35 山形県 ㈲朝日町ワイン スパークリング　デラウエア デラウエア スパークリング　白 ミディアム 辛口 ●

414 日本 ㈲朝日町ワイン 3D-35 山形県 ㈲朝日町ワイン スパークリング　ナイアガラ ナイアガラ スパークリング　白 ライト 甘口 ●

415 日本 勝沼醸造㈱ 3Ｄ-32 山梨県 勝沼醸造㈱ アルガブランカ　ブリリャンテ2015 甲州種 スパークリング 辛口

416 日本 勝沼醸造㈱ 3Ｄ-32 山梨県 勝沼醸造㈱ アルガブランカ　クラレーザ2017 甲州種 白 辛口 ● ●

417 日本 勝沼醸造㈱ 3Ｄ-32 山梨県 勝沼醸造㈱ アルガブランカ　ボシケ2017 甲州種 白 辛口

418 日本 勝沼醸造㈱ 3Ｄ-32 山梨県 勝沼醸造㈱ アルガブランカ　ピッパ2016 甲州種 白 辛口

419 日本 勝沼醸造㈱ 3Ｄ-32 山梨県 勝沼醸造㈱ アルガーノ　モンテ2017 マスカット・ベーリーＡ 赤 ミディアム


